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研究成果の概要（和文）：マイクロRNAs(miRNA)は様々な生体現象に働く事が解明されつつあるが、腫瘍血管でもmiRNA
による遺伝子発現制御が起きている可能性がある。
我々は腫瘍血管に特異的に発現するmiRNAを探索し、mir-125bを同定した。血管形成への関与を解析した結果、mir-125
bはVE-cadherinの翻訳を阻害し、血管新生を制御することが解った。また、担癌マウスに対するmir-125bの導入が、腫
瘍内の血管形成を阻害し腫瘍増殖を抑えた。以上の結果からmir-125bは腫瘍血管新生におけるNegative regulatorとし
て機能していると推測でき、新規治療法の開発につながると期待できる。

研究成果の概要（英文）：MicroRNAs (miRNAs) are endogenously expressed small non-coding RNAs that function 
as negative regulators of gene expression. Posttranscriptional regulation by miRNAs is important for many 
aspects of development and disease. Sveral miRNAs are highly expressed in endothelial cells. Whereas the s
pecific functions of miRNAs for tumor angiogenesis are less clear.
Here, we identified miRNAs that were enriched in endothelial cells derived from LLC tumor. We found that m
iR-125b regulated the expression of endothelial cell adherent protein VE-cadherin. Additionally, overexpre
ssion of miR-125b in endothelial cells resulted in inhibition of proliferation, tube formation and migrati
on activity. Furthermore, in vivo transfection of mir-125b in subcutaneous implanted LLC tumor, inhibited 
neo vascular formation and suppressed tumor growth.
These findings illustrate that mir-125b act as negative regulator of tumor angiogenesis and providing a ne
w target for modulating vascular formation and function. 

研究分野：

科研費の分科・細目：

総合領域

キーワード： マイクロRNA　血管新生　細胞接着　癌治療　核酸医薬

腫瘍学・腫瘍生物学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
固形腫瘍の増大と血管新生は密接に関連し
ていることが知られており、これまで血管新
生を対象とした癌研究が盛んに行われてき
た。しかし、抗腫瘍血管新生の切り札として
期待されていた VEGF 中和抗体を持ってし
ても、臨床的にはその効果が限定的で、新た
な概念に基づく血管新生抑制剤の開発が待
望されている(Grothey A, and Galanis E. 
Nat Rev Clin Oncol. 2009 )。他方、マイクロ
RNA(miRNA)とは小さな機能性 RNA 遺伝
子であり、相補的塩基配列を持つ mRNA に
結合して、その分解や翻訳を抑制することに
より、遺伝子発現を制御している。興味深い
点として、miRNA の標的は 1 つではなく複
数の遺伝子を標的とする場合があり、生命現
象における遺伝子発現変化を広範囲にわた
って調整している。近年、miRNA が細胞機
能に重要な役割を担っていることが明らか
になり、癌の機能にも密接に関わっているこ
とが示されている (Croce CM. Nat Rev 
Genet. 2009)。 
 
２．研究の目的 
腫瘍の増殖における血管新生の必要性は一

般的に知られるようになっており、臨床にお
いても腫瘍血管を標的とした薬剤(VEGF 抗
体など)が利用されるに至っている。しかし、
その効果は限定的であり、さらなる改良や応
用が求められている。本研究は、近年、注目
を集めているマイクロ RNA に注目し、新し
い概念に基づく腫瘍血管制御法の開発を目
指して、基礎的な研究を行う。マイクロ RNA 
は細胞機能を幅広く制御しており、腫瘍血管
内皮においても血管新生の「引き金」として
機能している可能性がある。 
 
３．研究の方法 
マイクロ RNA による血管新生制御機構を明
らかにするために、まず、腫瘍血管内皮に特
異的な miRNA を網羅的な発現解析により探
索した。その結果を基に、より詳細な発現解
析を進め、血管新生を制御する miRNA を選別
し、候補を同定した。その後、同定した miRNA 
について、実際に血管新生へ関与しているか
を培養血管内皮細胞を用いた in vitro の系
にて検討し、スクリーニングを行った。その
結果、血管新生への関与が強いと期待される
miRNA については、miRNA の標的遺伝子の探
索を行い、分子機構を詳細に解明した。また、
癌治療への応用の可能性について検討する
ため、担癌マウスを用いた miRNA の阻害実験
にて抗腫瘍血管新生効果の検討を行った。 
 
４．研究成果 
我々は腫瘍血管に特異的に発現している

マイクロ RNA(miRNA)を同定するため、Lewis 
lung carcinoma (LLC)細胞をマウスへ微静脈
から移植し、肺に生着して増殖した腫瘍から
CD31 陽性 CD45 陰性の血管内皮細胞をセルソ

ーターを用いて回収した。また、比較対象と
して正常肺由来の血管内皮細胞も同様の方
法にて回収し。両者の比較によるマイクロア
レイ解析を行った。その結果、mir-23a、
mir-30d、 mir-125b、 mir-126、 mir-341、
mir-696 といった幾つかの miRNA の発現が腫
瘍血管内皮で変化していることが明らかと
なった。 
これらの発現変化が認められたmiRNAに対

して、Real-time PCR による確認実験、およ
び他組織や腫瘍細胞との発現量の比較など
を行った。その結果、腫瘍血管内皮に特異的
に著しい発現上昇が認められた mir-125b を
有力な候補 miRNA として同定した。実際に
mir-125b が血管形成においてどのような活
性があるかを解析するため、まず in vitro
にて培養血管内皮細胞を用いた解析にて検
討を行った。まず、mir-125b を過剰発現させ
たところ、血管内皮細胞の増殖、管腔形成、
遊走活性を阻害することが明らかとなった
(図 1)。さらに、データベース上からmir-125b
が標的とする遺伝子の探索を行った結果、血
管 内 皮 細 胞 の 細 胞 間 接 着 に 働 く
「VE-cadherin」を候補遺伝子として選定で
きた。実際に、培養血管内皮細胞に対して
mir-125b を過剰発現させることによって
VE-cadherin の発現量が減少することが確認
され、mir-125b を介した血管新生の制御機構
が明らかになった 
また、mir-125b を標的とする新薬開発の可

能性を検討するため、LLC 癌細胞または
Murine Colon carcinoma (colon26)癌細胞を
皮下移植することによって作成したマウス
担癌モデルを用いて検討を行った。その結果、
腫瘍血管へ mir-125b を過剰発現させる事に
よって、腫瘍中の機能的な血管の数が減少し、
腫瘍の増殖が抑制できることが明らかとな
った(図 2)。一方で、mir-125b の阻害剤でも
投与時期や投与回数を変更する事で血管数
の減少と腫瘍増殖の抑制効果が認められた。
以上の結果から、mir-125b は血管の形成過程
で特異的に発現し、VE-cadherin を抑制する
ことによって新生血管の発芽を促進させる
「引き金」として機能していることが示され
た。 
本申請研究では、腫瘍血管内皮細胞の異常

性を引き起こす miRNA として mir-125b を世
界に先駆けて発見し、その解析を行った。
miRNA に関する研究は様々な分野で進めら

 

図１. mir-125b による管腔形成の抑制 
(Muramatsu F, Kidoya H, et al. Oncogene 2013) 



れており、癌研究の分野においてもその重要
性が認識され始めている。本研究にて同定さ
れた mir-125b は、腫瘍中の血管内皮細胞に
対して、血管新生の発芽を促すような「引き
金」として働く miRNA であると考えられ、こ
れまでの血管新生抑制剤とは全く異なるコ
ンセプトに基づく抗癌剤の開発に繋がると
期待できる。また、mir-125b は癌以外の様々
な条件下での血管形成に貢献している可能
性も高く、血管新生の新たな制御方法として、
癌以外の各種血管新生病の治療にも多大影
響を与えると考えられる 
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図 2. mir-125b の過剰発現による腫瘍抑制 
(Muramatsu F, Kidoya H, et al. Oncogene 2013) 
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